ひ だ か 社 協 だ より
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HIDAMARI

ひだまり

ひだか社協だより
「ひだまり」は、共同募金の配分を受けて発行しています。
社会福祉協議会は、地域福祉をすすめる団体です。
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No.
当日 食品提供の様子

12月28日

コロナ禍における緊急食料支援

年末フードパントリーを実施しました!!

寄付いただいた商品の一部

新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい状況が続く年末

ボ ランティアが連 携 し 緊 急 的 な 食 料 支 援 を 実 施 し まし た 。食

に、少しでも温かい気持ちを届けるため、市と社協、市内企業、

料品は、市内企業、支援団体、ボランティア、市民からの寄付や

市 職 員 と 社 協 職 員による提 供 があ り、お かげ さ まで多 くの食

集めた食品を、昨年8月に立ち上がったボランティアサポー

品を準備できました。

ターズクラブを中心に、市職員、企業職員も一緒に仕分け作業

食品の寄付や、援助の相談についても随時受け付けていますので、
ご連絡ください。

を 行い、当 日 は 、高 麗の郷の駐 車 場にて、ド ライ ブスル ー 方 式

事前準備 仕分けの様子

4月 説明会兼勉強会
5月 活動開始

で、
ひとり親世帯及び、生活困窮世帯でコロナ禍により 食 料 を

今後の流れ

70

世帯に提供させていただ

活動内容：フードパントリー活動(仕分け・配布)
フードバンク活動(募集・管理)等
申込み先：日高市ボランティアセンター
(☎042-985-9100)
定
員：10名(先着順)

必 要 と する世 帯 を 対 象 と して、約

【 ボ ラ ン ティア 募 集 概 要 】

きました。食料品を受け取ったかたたちから、「思いがけずとて

提供活動）にご協力いただける個人・団体を募集します。

も助かった」、「おかげさまで年末を無事に過ごすことができま

本会では、今後も継続的なフードパントリーの実施を検討しています。
フードドライブ（食品募集活動）やフードパントリー（支援が必要な人に対しての食品

した」
など、感謝の言葉が寄せられました。

フードパントリーを一緒に実施してくれる
「ボランティア」
さんを募集します‼

information

かわ せみ R E P O R T
令和２年度
朗読ボランティア養成講習会を
開催しました。
元アナウンサーの庄野輝子氏を講師にお迎え
し、令和2年11月25日から全10回の朗読ボラン
ティア養成講習会を開催しました。換気や消毒な
ど感染対策をしながらの講習会でしたが、オンラ
インでの参加も可能にし、会場での参加と併用し
て講習会を実施。今後もコロナ禍でも中止するこ
となく多様な形で参加できる勉強の機会ができ
ればと思います。

身近なところで
「地域支え合い」
を

～日高市地域支え合い体制整備運営事業～

社会福祉協議会では、今後さらに進む少子高齢化に対応するた
め、第３次日高市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、日高
市とともに地域支え合い体制の整備を進めています。
令和元年度から、日高市より
「日高市地域支え合い体制整備運営
事業」の委託を受け、市内の武蔵台、高根の２つの学校区をモデル
地域として選定し、地域単位のアンケート調査や、地域福祉連絡会
を開催し、地域活動拠点の整備や相談支援体制の構築など、地域支
え合い体制づくりに向けた準備を進めています。

▲鶴ヶ島第二小学校地域支え合い協議会への ▲地域福祉連絡会の様子（高根地区）
視察

社会福祉等功労者の表彰

第34回日高市社会福祉大会（令和2年11月23日挙行）

受賞された人、団体等は次のとおりです。
（順序不同・敬称略）
日高市社会福祉協議会会長表彰
〇社会福祉事業施設役員等及び職員並びに社会福祉団体関係者
◆佐藤真知子
〇ボランティア活動推進者及び団体
◆大澤直美◆中田京子◆熊谷夏江◆立原洋子◆新井茂子
◆大野美智代◆進藤武仁◆柳沢照子◆小森秀夫◆小山靜江
◆日詰浩司
〇社会福祉共助者及び団体
◆新堀幸子◆加藤邦宏
◆株式会社日高カントリー倶楽部代表取締役髙橋正孝
日高市社会福祉協議会会長感謝状
◆日高市管工事業協同組合◆有限会社松竹
◆株式会社日高カントリー俱楽部代表取締役髙橋正孝
◆有限会社秀工業◆坂本洋子
埼玉県共同募金会日高市支会会長感謝状
◆行成美知代
寄附受け入れ状況（R2.9.1～R3.2.12）
(円)
敬称略・順序不同
佐藤 美津子
1,706
日高市福祉交友会
7,805
株式会社日高カントリー倶楽部 代表取締役社長 髙橋 正孝 150,000
こま川団地自治会
10,000
日高市商工会女性部 部長 岡村 登志枝
5,781
三成研機株式会社
50,000
高麗赤十字奉仕団
5,000
日高市管工事業協同組合
200,000
相原区
6,840
こま武蔵台区
13,650
匿名(5件)
233,392

■令和2年度埼玉県社会福祉大会
埼玉県社会福祉大会会長表彰
〇社会福祉協議会役員等
◆北田文子
〇ボランティア
（個人）
◆小谷野佳子◆浅野良江◆岡本芳子◆五十嵐治代◆関廣海
◆渡辺貞子◆熊坂知子◆大野和子◆横手三好
物品寄附受け入れ状況
敬称略・順序不同

物品名

いるま野農業協同組合 代表理事組合長 大木 清志
入れ歯回収ボックス

サーモグラフィカメラ 2台

43,947円（市役所34個、総合福祉センター52個）
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information

高次脳機能障がいの当事者を
囲む会を開催します
様々な自粛を求められるコロナ禍におい
て、障がいのある方はどのように生活をされ
ているのでしょうか？
オンライン開催なので自宅でお茶を飲み
ながら障がいをもつ当事者の方とゆるーく
しゃべり場としてお話をしませんか？

【開催概要】
日

時：3月19日(金)

方

法：オンライン(ZOOM)

定

員：5名(先着順)

詳

細：詳しくは社協ホームページ

午後

「お知らせ」をご確認ください。
担

当：地域福祉係

新年度に向けて

子育て中の
ファミリーサポートセンターに
皆さん

登録はお済ですか？

子育てのお手伝いをしてほしい方（利用会員）
と子育てのお手伝いをし
たい方（協力会員）が会員となり、地域で一時的に子育てを助け合う会員
組織です。
子どものお世話をする協力会員とは事前打ち合わせ（顔合わせ）を行っ
てから活動に入ります。保育園（所）、幼稚園、小学校、学童保育室、習い事
の送迎で多く利用されています。
また、送迎前後の預かり、外出、買い物、
リフレッシュしたいときにも多く
ご利用いただいています。
謝金：1時間800円
（月曜日～金曜日の午前7時から午後8時）
1時間900円（上記以外の時間）
※利用には事前登録が必要です。
※ファミサポを利用した謝金の2分の1が市から補助されます。
補助対象時間は、年間10時間（ひとり親家庭40時間）までです。
お願い

使用しないチャイルドシートがありましたら
ご提供いただけませんか？

場所：総合福祉センター
「高麗の郷」
内
日高市社会福祉協議会
問い合わせ：日高市ファミリーサポートセンター
☎042-985-9100

知っていますか？自閉症・発達障がい～毎年４月２日は、国連の定めた世界自閉症啓発デーです～

自閉症や発達障がいのことをもっと多くの人たちに知っていただくため、ライトイットアップブルー日高実行委員会では、世
界自閉症啓発デーの前後に、市内各所でさまざまな啓発イベントを実施します。
（新型コロナウイルス感染状況等により延期・
休止する場合あり）
詳細は、
フェイスブックページ
（@liub.hidaka）をご覧ください。

１ 総合福祉センター高麗の郷

（啓発展示）
日 時 4月1日
（木）
～4月15日
（木）
（講演・座談会）
鉄道画家 福島尚さんのお母様
福島キヨさんを囲んで
日 時 4月14日
（水） 午前10時から11時30分
要申込 詳細は、
実行委員会ホームページをご覧く
ださい。

２ 日高市立図書館、生涯学習センター

（啓発展示）
日
時 3月30日
（火）～4月25日
（日）
（映画上映会）
「障がい者イズム～このままじゃ終われない～」
日
時 4月18日
（日） 午前9時30分開場
上映時間：10時～11時30分
座 談 会：11時45分～12時45分
（自由参加）
申込不要 詳細は、実行委員会ホームページをご覧ください。

◆申し込み・問い合わせ 主催／ライトイットアップブルー日高実行委員会 協力／日高市社会福祉協議会 ☎042-985-9100

福祉サービス利用援助事業

「あんしんサポートねっと」
判断能力が不十分な高齢者や知的障
がいのある人があんしんして生活が送
れるようにご自宅を訪問し福祉サービ
スの利用援助や暮らしに必要なお金の
出し入れのお手伝いをし
ます。相談は無料です
が、利用には料金が
かかります。
☎042-985-9100

コロナウィルス感染症の影響による減収などで
生活費にお困りの人（世帯）への支援

緊急小口資金・総合支援資金（新規申請期間は、令和3年3月31日まで）

休業等により一時的な資金が必要な人及び失業等により生活の立て直しが
必要な人への貸付を行っております。
・緊急小口資金：通常上限10万円 特例の場合上限20万円
・総合支援資金：単身15万円×3カ月＝45万円、
2人以上世帯20万円×3カ月＝60万円

住居確保給付金
休業等による収入の減収などから、住居を失うおそれのある人（世帯）に対
して、家賃相当額を原則3カ月<最長9カ月（令和2年度中に申請した人は最
長12カ月）>支給。
※支給上限額があります。
また、利用には要件があります。
※必ず事前にお問合せのうえご来所ください。
☎042-985-9100
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に負けない
みなおそう！新型コロナ

新しい
生活様式

換気と手洗い

●ウイルスは手 から目 ・鼻 ・口

に入り込む

ウイルスにふれただけでは感染しません。その手で顔にふれなければ大丈夫です。つまり顔をさわる前に
消毒や手洗いをすることでウイルスが入り込むことを防げます

●３つの密を避けるとは

①密閉(こまめな換気)
②密集(人と人との距離を2ｍとる)
③密接(密接した状態での会話を避ける)

顔には
さわらないよ
を目指しましょう
【ゼロ密】

●感染経路を断つためにできること
・マスク着用 ・人との距離をとる ・換気 ・手指衛生

換気【こまめに風の流れを作りましょう】
毎時2回以上2方向の窓を、数分間開けることで風の流れを作る
・対角線上に2か所の窓やドアを開ける
・空気を取り入れる窓は小さく、出ていく窓は大きく開けると流れやすい
・１つしかなければ空気の出口(窓・ドア・換気扇)にむけて扇風機やサーキュレーターをつける
・空気は暖⇒冷へ流れる。暖房をつけている場合、
窓やドアを開けるだけでもスムーズに換気できる

手洗い 【効果的な手指衛生】
・泡状の石鹸(固形、
液状の場合はよく泡立てる)を手全体につける
・手のひら⇒手の甲⇒指先・爪⇒指の間⇒親指ねじり⇒手首の6か所をしっかりこする
・蛇口や流し台にさわらないよう流水でしっかり洗い流す
・清潔なタオル、ペーパータオルでふき取る
・蛇口を閉めるときはペーパーで覆うか、
水で洗い流してから閉める
・手洗い後の流し台も水で洗い流す。
水で流せないところは消毒スプレー
（塩素系漂白剤うすめ液）
をする

＊顔にふれる前に手を洗うか消毒して清潔にすることがポイント
＊家庭内感染も防ぐことができます

わかりやすい情報が
たくさん載ってます！

【編集・発行】 発行：社会福祉法人
〒350-1235

日高市社会福祉協議会

編集：広報編集委員

埼玉県日高市大字楡木201番地（総合福祉センター
「高麗の郷」
内）

TEL 042-985-9100

FAX 042-985-1411

E-mail hidakashi-shakyo@hidakashi-shakyo.or.jp
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